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【様式第1号

様式第1号様式第1号

様式第1号】

】】

】

（単位：円）

科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額 科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産

236,563,338,555

  固定負債

81,489,630,799

    有形固定資産

225,262,842,460

    地方債等

40,986,495,846

      事業用資産

92,573,855,656

    長期未払金

335,999,340

        土地

49,774,276,322

    退職手当引当金

7,391,522,246

        土地減損損失累計額

-

    損失補償等引当金

-

        立木竹

26,185,680

    その他

32,775,613,367

        立木竹減損損失累計額

-

  流動負債

9,441,592,610

        建物

99,504,035,494

    １年内償還予定地方債等

5,313,288,504

        建物減価償却累計額

-59,525,192,573

    未払金

2,055,233,929

        建物減損損失累計額

-

    未払費用

2,583,767

        工作物

6,528,644,393

    前受金

80,000

        工作物減価償却累計額

-4,248,534,226

    前受収益

-

        工作物減損損失累計額

-

    賞与等引当金

815,652,166

        船舶

-

    預り金

1,254,754,244

        船舶減価償却累計額

-

    その他

-

        船舶減損損失累計額

-

負債合計

90,931,223,409

        浮標等

-

【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額

-

  固定資産等形成分

240,770,185,333

        浮標等減損損失累計額

-

  余剰分（不足分）

-75,947,525,658

        航空機

-

  他団体出資等分

182,219,626

        航空機減価償却累計額

-

        航空機減損損失累計額

-

        その他

845,644,200

        その他減価償却累計額

-368,900,700

        その他減損損失累計額

-

        建設仮勘定

37,697,066

      インフラ資産

127,125,779,049

        土地

37,637,096,567

        土地減損損失累計額

-

        建物

6,373,023,501

        建物減価償却累計額

-650,335,208

        建物減損損失累計額

-

        工作物

122,552,505,122

        工作物減価償却累計額

-53,154,337,792

        工作物減損損失累計額

-

        その他

-

        その他減価償却累計額

-

        その他減損損失累計額

-

        建設仮勘定

14,367,826,859

      物品

16,246,996,615

      物品減価償却累計額

-10,683,788,860

      物品減損損失累計額

-

    無形固定資産

3,919,801,378

      ソフトウェア

309,981,444

      その他

3,609,819,934

    投資その他の資産

7,380,694,717

      投資及び出資金

96,458,770

        有価証券

-

        出資金

96,458,770

        その他

-

      長期延滞債権

650,489,176

      長期貸付金

92,750,000

      基金

6,572,428,032

        減債基金

39,688,218

        その他

6,532,739,814

      その他

15,007,090

      徴収不能引当金

-46,438,351

  流動資産

19,372,764,155

    現金預金

9,505,183,552

    未収金

2,591,486,526

    短期貸付金

-

    基金

4,206,846,778

      財政調整基金

4,206,846,778

      減債基金

-

    棚卸資産

3,122,883,843

    その他

12,454,000

    徴収不能引当金

-66,090,544

  繰延資産

-

純資産合計

165,004,879,301

資産合計

255,936,102,710

負債及び純資産合計

255,936,102,710

連結貸借対照表

連結貸借対照表連結貸借対照表

連結貸借対照表

（平成30年3月31日現在）



【

【【

【様式第2号

様式第2号様式第2号

様式第2号】

】】

】

（単位：円）

    資産売却益

171,878,244

    その他

27,832,055

純行政コスト

59,106,328,535

    損失補償等引当金繰入額

201,527,000

    その他

449,434,102

  臨時利益

199,710,299

  臨時損失

674,459,898

    災害復旧事業費

-

    資産除売却損

23,498,796

    使用料及び手数料

16,096,030,866

    その他

2,724,064,677

純経常行政コスト

58,631,578,936

      社会保障給付

39,749,759,992

      その他

271,289,757

  経常収益

18,820,095,543

        その他

1,228,434,027

    移転費用

40,459,399,701

      補助金等

438,349,952

      その他の業務費用

2,086,761,844

        支払利息

804,603,466

        徴収不能引当金繰入額

53,724,351

        維持補修費

1,086,208,712

        減価償却費

6,583,333,882

        その他

1,246,645,161

        その他

2,392,793,723

      物件費等

21,511,302,448

        物件費

12,595,114,693

        職員給与費

9,969,078,095

        賞与等引当金繰入額

806,938,572

        退職手当引当金繰入額

225,400,096

  経常費用

77,451,674,479

    業務費用

36,992,274,778

      人件費

13,394,210,486

連結行政連結行政連結行政連結行政コストコストコストコスト計算書計算書計算書計算書
自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日

科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額



【

【【

【様式第3号

様式第3号様式第3号

様式第3号】

】】

】

（単位：円）

科目名

科目名科目名

科目名 合計

合計合計

合計 固定資産等形成分

固定資産等形成分固定資産等形成分

固定資産等形成分 余剰分(不足分)

余剰分(不足分)余剰分(不足分)

余剰分(不足分) 他団体出資等分

他団体出資等分他団体出資等分

他団体出資等分

前年度末純資産残高

161,477,542,703 242,636,302,064 -81,343,388,880 184,629,519

  純行政コスト（△）

-59,106,328,535 -59,103,918,642 -2,409,893

  財源

61,496,422,500 61,496,422,500 -

    税収等

37,253,858,814 37,253,858,814 -

    国県等補助金

24,242,563,686 24,242,563,686 -

  本年度差額

2,390,093,965 2,392,503,858 -2,409,893

  固定資産等の変動（内部変動）

-1,426,612,791 1,426,612,791

    有形固定資産等の増加

4,920,380,401 -4,920,380,401

    有形固定資産等の減少

-7,800,092,112 7,795,435,909

    貸付金・基金等の増加

2,050,046,369 -2,050,046,369

    貸付金・基金等の減少

-596,947,449 601,603,652

  資産評価差額

- -

  無償所管換等

639,109,586 639,109,586

  他団体出資等分の増加

- -

  他団体出資等分の減少

- -

  比例連結割合変更に伴う差額

-17,298,459 51,032,558 -68,331,017 -

  その他

515,431,506 -1,129,646,084 1,645,077,590

  本年度純資産変動額

3,527,336,598 -1,866,116,731 5,395,863,222 -2,409,893

本年度末純資産残高

165,004,879,301 240,770,185,333 -75,947,525,658 182,219,626

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日
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【様式第4号

様式第4号様式第4号

様式第4号】

】】

】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高

1,241,622,779

本年度歳計外現金増減額

9,649,737

本年度末歳計外現金残高

1,251,272,516

本年度末現金預金残高

9,505,183,552

財務活動収支

-5,765,328,017

本年度資金収支額

-109,917,483

前年度末資金残高

8,378,809,499

比例連結割合変更に伴う差額

-14,980,980

本年度末資金残高

8,253,911,036

    地方債等償還支出

8,188,103,051

    その他の支出

168,713,820

  財務活動収入

2,591,488,854

    地方債等発行収入

2,591,488,854

    その他の収入

-

    資産売却収入

371,878,245

    その他の収入

468,326,265

投資活動収支

-3,558,891,723

【財務活動収支】

  財務活動支出

8,356,816,871

    その他の支出

-

  投資活動収入

1,780,091,942

    国県等補助金収入

632,186,652

    基金取崩収入

52,120,780

    貸付金元金回収収入

255,580,000

  投資活動支出

5,338,983,665

    公共施設等整備費支出

4,509,659,341

    基金積立金支出

568,824,324

    投資及び出資金支出

-

    貸付金支出

260,500,000

    災害復旧事業費支出

-

    その他の支出

346,951,903

  臨時収入

66,900

業務活動収支

9,214,302,257

【投資活動収支】

    税収等収入

37,028,046,080

    国県等補助金収入

23,688,540,873

    使用料及び手数料収入

16,050,970,219

    その他の収入

2,703,908,053

  臨時支出

346,951,903

    移転費用支出

40,459,399,701

      補助金等支出

438,349,952

      社会保障給付支出

39,749,759,992

      その他の支出

271,289,757

  業務収入

79,471,465,225

    業務費用支出

29,450,878,264

      人件費支出

13,328,341,828

      物件費等支出

14,082,069,614

      支払利息支出

804,603,466

      その他の支出

1,235,863,356

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書
自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日

科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額

【業務活動収支】

  業務支出

69,910,277,965


